
表示マークのご案内 クール冷蔵便で配達いたします。 クール冷凍便で配達いたします。
℃
COOL

産地直送価格 〈本体5,000円〉税込
【セット内容】
知床どりもも肉 400g、知床どりつみれ 300ｇ、鍋つゆ 40g×3袋
■  賞味期限：冷凍30日

知床どり鍋セット
5,400円

W17－01品番

北海道の大自然で健康
に育った「知床どり」は
特有の臭みが少なく、
柔らかな肉質が特徴。
特製つみれもお付けして、
あっさりスープでお召し
上がりください。
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北海道産のじゃがいもを使ったもちもちした皮で野菜と豚肉を
包んだ、ぷりぷり食感の「じゃが・ぶた」に、北海道産豚バラ肉、
北海エビを入れて、熱々旨辛鍋で体もぽっかぽか。

産地直送価格 〈本体5,000円〉税込

【セット内容】

■  賞味期限：冷凍30日

鮭切り身 50g×4切、野菜ちぎり 100g、じゃが・ぶた 5玉、ボイルほたて 4個
ずわいがに脚 約170g、北海道産豚バラ肉 200g、冷凍うどん 約250g、鍋スープ 2袋

北海寄せ鍋セット
5,400円

W17－02品番

冬と言ったらやっぱり「鍋」、北海の魚介類、北海道産豚バラ
肉、つみれだんご…種類豊富な具材を揃えた「北海寄せ鍋セ
ット」、お好みの野菜をたっぷり入れて、あつあつ寄せ鍋をお楽
しみください。

産地直送価格 〈本体5,000円〉税込

【セット内容】

■  賞味期限：冷凍30日

ずわいがに脚 約300g、野菜ちぎり 100g、いかボール 100g、ボイルほたて 4個
エビ 4尾、生ラーメン 120g（スープ付き）、鍋スープ（味噌） 2袋

ずわいがに鍋ラーメンセット
5,400円

W17－03品番

産地直送価格 〈本体4,000円〉税込

【セット内容】
じゃが・ぶた 12玉、北海道産豚バラ肉 200ｇ、エビ 4尾、鍋スープ 3袋
■  賞味期限：冷凍30日

冬の旨辛じゃが・ぶた鍋
4,320円

W17－04品番

食べやすさ抜群のずわいがにの脚をメインに、魚介の旨味た
っぷりなダシで鍋ラーメンもおすすめ。おいしさと手軽さが人気
の「ずわいがに鍋ラーメンセット」、北の幸を贈るあったか～い
冬のギフトです。
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〈本体4,000円〉

税込

【セット内容】

■  賞味期限：冷蔵20日

登別閻魔らーめん 120g×2食、シシリアンルージュのトマトラーメン 120g×2食
室蘭カレーラーメン 120g×2食、うま味ラーメン（醤油・味噌） 各120g×2食

北海道望月製麺 
もっちゃんの冬麺１０食

4,320円
産地直送価格

W17－06品番

【セット内容】

■  賞味期限：常温30日

辛味噌つけ麺 160g×2食×2袋、醤油つけ麺 160g×2食、
カレーラーメン 120g×2食、メンマ 40g×2袋  

北
海
道

製
麺
所
望
月

℃
COOL

寒い冬はもっちゃんの冬
麺セット!!
道産小麦１００％使用の
コシのあるもっちり麺に、コ
ク旨いオリジナルスープ
が麺と絡んでさらに美味。

道産小麦使用のコシのある太麺に旨辛つけダレの辛味噌つ
け麺、風味の良い醤油つけ麺、コク深い味噌風味にスパイスの
効いたカレーラーメンをセットにしてお届けします。寒い冬にぴっ
たりの冬の麺です。

北海道産のじゃがいもとかぼちゃで作ったもちもちした生地に、チーズ
をたっぷり詰めた北海道フォンデュと、素材の味をそのまま生かした
北海道の郷土料理いももちとかぼちゃもちの北海道ごちそうセット。

産地直送価格 〈本体3,500円〉税込3,780円
【セット内容】

■  賞味期限：冷凍30日

ポテトフォンデュ 10個、かぼちゃフォンデュ 10個、いももち 300g（20個前後）
かぼちゃもち 300g（20個前後）

産地直送価格 〈本体5,000円〉税込

【セット内容】
きりたんぽ 60ｇ×10本、比内地鶏肉 200g、たれ 45ｃｃ×5袋
■  賞味期限：冷凍30日

秋田比内地鶏きりたんぽ鍋
5,400円

W17－05品番

秋田名産きりたんぽと比内地鶏肉がセットになったきりたんぽ鍋セ
ット。お好きな野菜を入れて、きりたんぽは煮くずれしない程度に食
べていただくのがポイントです。秋田伝統の味をこの冬の贈りもの
にしませんか。

とろ～りフォンデュとほっかいどうもちW17－08品番

産地直送価格 〈本体3,800円〉税込4,104円
はこだてラーメン・冬のつけ麺８食W17－07品番
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今、最も貴重とされるカニの王様『たらばがに』
そのままガブッと豪快に、食べ応えある濃厚な旨みをご堪能
ください。

数量
限定

〈本体13,800円〉
税込14,904円産地直送価格

【セット内容】Net1.4kg（2肩）  
■  賞味期限：冷凍30日

ボイルたらばがに脚１.４ｋｇ
W17－10品番

〈本体15,000円〉税込16,200円産地直送価格

今、最も貴重とされるカニの王様「たらばがに」旨みがぎゅっと詰まった極上の味わいをご堪能
ください。

【セット内容】約1.6kg　■  賞味期限：冷凍30日

活〆ボイルたらばがに姿１.６kgW17－09品番
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北の極寒の海で育った繊細で
繊維質豊富な弾力のある身を持つずわいがに。

厳選された北海道産の毛がにのみを使用し、新鮮なままボ
イル、急速冷凍をかけて旨味をぎゅっと閉じ込めました。北の
前浜育ちの毛がには身が締まり、美味しさ格別です。

〈本体7,000円〉税込7,560円産地直送価格

〈本体5,500円〉税込5,940円産地直送価格

〈本体10,000円〉税込10,800円産地直送価格

ボイル本ずわいがに ５５０g３尾W17－15品番

かに職人が素早く加工し、急速冷凍でかにの旨味を凝縮。
かにしゃぶ・天ぷら・グラタン・・・、幅広いお料理に大活躍です。

〈本体10,000円〉

税込

【セット内容】
約1kg（しゃぶしゃぶタレ5袋） 
■  賞味期限：冷凍30日

ずわいがに
しゃぶポーション１kｇ

10,800円産地直送価格

W17－18品番

【セット内容】約550g×3尾  ■  賞味期限：冷凍30日

ボイル本ずわいがに ５００g２尾W17－14品番

【セット内容】約500g×2尾  ■  賞味期限：冷凍30日

〈本体8,000円〉税込8,640円産地直送価格

〈本体10,000円〉税込10,800円産地直送価格

北海道産前浜茹で毛がに ５００g２尾W17－12品番

【セット内容】約500g×2尾  ■  賞味期限：冷凍30日

北海道産前浜茹で毛がに ４００g２尾W17－11品番

【セット内容】約400g×2尾  ■  賞味期限：冷凍30日

ボイル本ずわいがに ４００g２尾W17－13品番

【セット内容】約400g×2尾  ■  賞味期限：冷凍30日

〈本体8,500円〉

税込

【セット内容】
約800g（しゃぶしゃぶタレ4袋） 
■  賞味期限：冷凍30日

ずわいがに
しゃぶポーション８００ｇ

9,180円産地直送価格

W17－17品番

〈本体5,000円〉

税込

【セット内容】
約400g（しゃぶしゃぶタレ2袋） 
■  賞味期限：冷凍30日

ずわいがに
しゃぶポーション４００ｇ

5,400円産地直送価格

W17－16品番
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〈本体10,000円〉税込10,800円産地直送価格

高級感溢れるたらばがに脚、食べやすさ抜群のずわいがに、
そして身のびっしり詰まった旨さいちばんの毛がに。
三大がにが勢揃いした贅沢なセットです。

〈本体12,000円〉税込12,960円産地直送価格

濃厚な味が自慢の北海道産毛がにと、食べやすさ抜群のずわいがにを豪華な
セットにしてお届けします。

【セット内容】毛がに 約400g×1尾、ずわいがに 約500g×2尾　■  賞味期限：冷凍30日

毛がに・ずわい３尾セットW17－19品番

【セット内容】

■  賞味期限：冷凍30日

ボイルたらばがに脚 Net500g、ずわいがに姿 約450g
ボイル毛がに 約350g

北の蟹揃い組W17－20品番

〈本体15,000円〉税込16,200円産地直送価格

【セット内容】

■  賞味期限：冷凍30日

ボイルたらばがに脚 Net600g、ずわいがに姿 約500g×2尾
ボイル毛がに 約350g

贅沢かに三昧W17－21品番
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〈本体5,000円〉税込5,400円産地直送価格

身の旨さ格別な毛がに、食べやすさ抜群のずわいが
に脚、プチプチ食感が自慢のいくら、新鮮なほたて貝と
エビ、新巻鮭は豪快に半身切り身でご用意。豪華逸品
揃いの「北の幸デラックス」。

良質な数の子をふんだんに使
い、白醤油であっさりした味に
仕上げました。
風味豊かな自慢の逸品です。

『黄色いダイヤ』とも呼ばれる塩
数の子、色鮮やかで形も揃った
極上品。本場、北海道留萌の数
の子専門店が選び抜いた数の
子は、きめ細かくびっしりと詰まり、
パリッとした食感がたまりません。

〈本体10,000円〉税込10,800円産地直送価格

【セット内容】

■  賞味期限：冷凍30日

新巻鮭半身切り身 約1kg、ずわいがに脚 1肩約180g
毛がに 約320g、エビ 200g、いくら醤油漬け 70g、ほたて片貝 3枚

北の幸デラックスW17－24品番

食べやすさ抜群のずわいがに、北海道産ほたて、脂の
りのいい北洋産紅鮭、パリパリ食感の味付け数の子の
詰め合わせです。

【セット内容】

■  賞味期限：冷凍30日

ずわいがに 約400g、ほたて片貝 2枚、味付け数の子 100g
紅鮭 3切

北の海鮮味紀行Ｗ－５０W17－22品番

北の美味を種類豊富に揃えた詰合せです。
ご贈答に最適な逸品です。

〈本体10,000円〉税込10,800円産地直送価格

【セット内容】

■  賞味期限：冷凍30日

ずわいがに 約400g、ほたて片貝 5枚、紅鮭 6切
北海道産辛子明太子 100g、松前漬 500g、いくら醤油漬け 150g

北の海鮮宝箱W17－23品番

〈本体5,000円〉

税込

《期間限定》11月～1月  
【セット内容】500g  ■  賞味期限：冷蔵30日

北海道留萌発・
アラスカ産特選塩数の子５００g

5,400円産地直送価格

W17－26品番
℃
COOL

〈本体3,600円〉

税込

【セット内容】500g（250g×2）  
■  賞味期限：冷凍30日

函館発・
数っこ松前５００g

3,888円産地直送価格

W17－25品番
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【セット内容】約3kg　■  賞味期限：冷凍30日

北海道雄武産 天然新巻鮭姿造り 特大切り身オス『雄宝（ゆうほう）』W17－29品番

オホーツク雄武海域で水揚げされた天然鮭の中から、大型で美しい銀毛鮭に与えられる称号
『雄宝（ゆうほう）』
予め登録された指定業者のみが使用できる認証マーク付き。

オホーツク雄武海域で水揚げされた天
然の鮭を、豪華な切り身姿造りにして
お届けします。本物の味をぜひご賞味
ください。

昔ながらの伝統的な製法で山漬熟成、
鮭本来の旨みを引き出しました。
※約３kgの鮭を真空個包装にしてあるので食べやすく
　保存もしやすい商品です。

北海道雄武産 山漬切り身 『雄宝』W17－28品番

【セット内容】真空個包装２切×１０袋（約2kg）　■  賞味期限：冷凍30日

産地直送価格 〈本体6,800円〉税込7,344円

産地直送価格

産地直送価格

〈本体8,800円〉税込9,504円

〈本体5,000円〉

税込

【セット内容】約2kg　■  賞味期限：冷凍30日

北海道雄武産 天然新巻鮭姿造り
切り身 ２kg

5,400円

W17－27品番
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北海道の大自然の中で育った「びらとり
和牛」、肉本来の甘みと旨みが際立つ
特選サーロインステーキ。
ここにしかない確かな味を贈ります。

〈本体15,000円〉税込16,200円産地直送価格

【セット内容】約220g×3枚　■  賞味期限：冷凍30日

北海道びらとり和牛 サーロインステーキ３枚
W17－30品番

BIRATORI BEEF

2017 WINTER GIFT
びらとり和牛

〈本体8,800円〉税込9,504円産地直送価格

産地直送価格

〈本体8,000円〉

税込

【セット内容】600g　■  賞味期限：冷凍30日

北海道びらとり和牛 
肩すき焼き６００g

8,640円

W17－32品番

産地直送価格

〈本体10,000円〉

税込

【セット内容】800g　■  賞味期限：冷凍30日

北海道びらとり和牛 
肩すき焼き８００g

10,800円

W17－33品番

日本の牛肉文化ともいえる「すき焼き」。びらとり和牛で食べるすき焼きは鍋全体に旨みが絡まり、すべての食材へ
旨さが伝わります。食べてみてわかる納得のいく本物の味、ぜひ一度ご賞味いただきたい自慢の和牛です。

【セット内容】肩ロース 500g　■  賞味期限：冷凍30日

北海道びらとり和牛 特選すき焼き５００gW17－31品番



北海道上富良野町で肥育された黒毛和種「かみふらの和牛」
すっきりしたクセのない口当たりと、噛むほどに増すまろやかな
旨みが自慢です。

〈本体10,000円〉税込10,800円産地直送価格

産地直送価格
〈本体5,000円〉税込

【セット内容】もも・バラ 400g　■  賞味期限：冷凍30日

かみふらの和牛 焼肉４００g
5,400円

W17－34品番

きめ細かな見事な霜降り、とろける脂質、迸る和牛香。北海道
が誇る最上級黒毛和牛「白老牛」。
昭和２９年に北海道で初めて黒毛和種の生産がスタートされ
今では北海道の代表ブランドとして位置づけされています。

産地直送価格
〈本体15,000円〉税込

【セット内容】約160g×3枚　■  賞味期限：冷凍30日

白老牛サーロインステーキ３枚
16,200円

W17－38品番

【セット内容】約150g×3枚  ■  賞味期限：冷凍30日

かみふらの和牛 サーロインステーキ３枚W17－35品番

KAMIFURANO BEEF

2017 WINTER GIFT
かみふらの和牛

SHIRAOI BEEF

2017 WINTER GIFT
白老牛

10

〈本体10,000円〉
税込10,800円産地直送価格

【セット内容】400g　■  賞味期限：冷凍30日

白老牛ロースすき焼き４００g
W17－36品番

〈本体15,000円〉
税込16,200円産地直送価格

【セット内容】600g　■  賞味期限：冷凍30日

白老牛ロースすき焼き６００g
W17－37品番
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牧場主がこだわりを持って育てた伊賀黒毛和牛。元気に育っ
た牛は栄養バランスが整っているので、ミネラルがたっぷりで美
味しく、ほどよいやわらかさと風味のある上質な肉へとなります。

少量の塩のみでシンプルに味わっていただきたい、伊賀牛ロースステーキ。
贅沢な旨みと香ばしさに、「さすが」と頷ける納得の味です。

【セット内容】ロースしゃぶしゃぶ 600g  ■  賞味期限：冷凍30日

奥田牧場・伊賀牛特上しゃぶしゃぶ６００g
W17－40品番

〈本体15,000円〉税込16,200円産地直送価格

【セット内容】赤身・バラ 500g　■  賞味期限：冷凍30日

奥田牧場・伊賀牛焼肉５００g
W17－39品番

〈本体8,000円〉税込8,640円産地直送価格

【セット内容】肩すき焼き ５０0g　■  賞味期限：冷凍30日

奥田牧場・伊賀牛すき焼き（肩）５００g
W17－42品番

〈本体10,000円〉税込10,800円産地直送価格

【セット内容】ももすき焼き 300g　■  賞味期限：冷凍30日

奥田牧場・伊賀牛すき焼き３００g
W17－43品番

〈本体5,000円〉税込5,400円産地直送価格

赤身の旨さを大切にした「奥田」自慢のすき焼き。

〈本体15,000円〉税込16,200円産地直送価格

【セット内容】約200g×3枚　■  賞味期限：冷凍30日

奥田牧場・伊賀牛ロースステーキ３枚W17－41品番

I G A  B E E F

2017 WINTER GIFT
伊賀牛
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肉の旨味がぎゅっと詰まった上質な
味わいと、口当たりの良い食べやす
さが自慢の佐賀産和牛すき焼き。

〈本体10,000円〉税込10,800円産地直送価格

【セット内容】400g　■  賞味期限：冷凍30日

弥川畜産・佐賀産和牛 すき焼き４００g
W17－46品番

S A G A  B E E F

2017 WINTER GIFT
佐賀牛

〈本体5,000円〉税込5,400円産地直送価格

脂身の旨さと濃い味が特徴の
佐賀産和牛焼肉。焼肉好きに
はたまらない逸品です。

【セット内容】400g　■  賞味期限：冷凍30日

弥川畜産・佐賀産和牛焼肉４００g
W17－44品番

〈本体5,000円〉税込5,400円産地直送価格

贅沢なやわらかさの中にもしっ
かりとした肉質が、お口の中に
伝わります。赤と白の綺麗な霜
降りは見た目にも美しく、食べる
方の食欲をそそります。

【セット内容】ロース 500g　■  賞味期限：冷凍30日

弥川畜産・佐賀牛 すき焼き５００g
W17－45品番
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【セット内容】ラムしゃぶしゃぶ 500g×2袋、タレ 190g　■  賞味期限：冷凍30日

ラムしゃぶしゃぶタレ付き１kgW17－47品番

産地直送価格 〈本体4,500円〉税込4,860円

厳選されたラム肉をしゃぶしゃぶで味
わう「ラムしゃぶ」。さっぱりなのに旨み
もたっぷり、ヘルシーに食べられます。
特製ダレでお召し上がりください。

【セット内容】
ラム肉（肩ロース） 200g×2袋、
タレ 30g×2袋
■  賞味期限：冷凍30日

特製生ラム タレ付き４００g
W17－48品番

産地直送価格

〈本体4,500円〉
税込4,860円

ラム肉の美味しさを伝えたい
という思いを込めて、包丁で
一枚一枚丁寧にカットしまし
た。適度に脂ののった肩ロー
スは柔らかくジューシー。特製
ダレでお召し上がりください。

〈本体5,500円〉税込5,940円産地直送価格

北海道の大自然の中で育った純粋なサフォークラム。
最高品種とも呼ばれるサフォーク種は、程よい食感と臭みの少なさが自慢。
生産量が少ないため北海道でもなかなか食せない貴重なラム肉です。

【セット内容】ラム肉 100g×3袋、タレ 30g×3袋　■  賞味期限：冷凍30日

北海道産サフォーク３００g タレ付きW17－49品番

数量
限定

SPECIALTIES LAMB

2017 WINTER GIFT
特選ラム肉
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【セット内容】ローススライス 800g  ■  賞味期限：冷凍30日

北海道育ち･ひこま豚
究極のロース生姜焼き８００g

W17－51品番

H I K O M A  P O R K

2017 WINTER GIFT
ひこま豚

〈本体4,000円〉税込4,320円産地直送価格

北海道の恵まれた環境と、こだわりの飼育法、徹底した衛生
管理、そして何より大事な愛情を持って育てられた「北海道育
ち･ひこま豚」。自社農場産、安心安全なSPF豚。お客さまの
「おいしい」を目指して北海道よりお届けします。

【セット内容】ロース＆バラ 700g  ■  賞味期限：冷凍30日

北海道育ち・
ひこま豚のしゃぶしゃぶ７００g

W17－50品番

〈本体3,700円〉税込3,996円産地直送価格
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美味しさを求めて素材にこだわり、時間と手間を惜しまず、肉の旨味を最大限に引き出しました。
北海道の自然なる気候風土、美味しい水、厳選素材が深い味わいの贅沢な逸品となります。

【セット内容】

■  賞味期限：冷蔵30日

ちとせモッツアレラソーセージ 90ｇ
ちとせポークウインナー 90ｇ
ちとせロングウインナー 126g
ちとせポークフランク 180g
ちとせポークソーセージ 180ｇ

北海道千歳ハム・ちとせ直行便C
W17－58品番

産地直送価格

〈本体4,500円〉
税込4,860円

【セット内容】

■  賞味期限：冷蔵30日

ちとせモッツアレラソーセージ
90ｇ×2個
ちとせポークウインナー 90ｇ×2個
ちとせポークソーセージ 180ｇ

北海道千歳ハム・ちとせ直行便D
W17－57品番

産地直送価格

〈本体4,000円〉
税込4,320円

【セット内容】

■  賞味期限：冷蔵30日

千歳スペアリブ 300ｇ
千歳ミートローフ 250ｇ
千歳トントロハム 150g
千歳ホワイトロース 380ｇ

北海道千歳ハム・
千歳の匠５００

W17－56品番

産地直送価格

〈本体5,000円〉
税込5,400円

【セット内容】

■  賞味期限：冷蔵30日

千歳ホワイトロース 380ｇ
千歳スペアリブ 300ｇ
千歳ミートローフ 250ｇ

北海道千歳ハム・千歳の匠４００
W17－55品番

産地直送価格

〈本体4,000円〉
税込4,320円

北海道産豚ロースを使用、甘辛特製ダレにたっぷり漬け込みま
した。
ご家庭で北海道の味を。

【セット内容】豚丼の具 110g×8袋、タレ 25g×8袋  ■  賞味期限：冷凍30日

帯広名物 豚丼の具セット
W17－52品番

〈本体4,800円〉税込5,184円産地直送価格
〈本体4,500円〉税込4,860円産地直送価格

〈本体5,000円〉税込5,400円産地直送価格

【セット内容】

■  賞味期限：冷蔵36日

北海道トワ・ヴェール 
ぶなの森ウインナー5点セット

W17－53品番

【セット内容】

■  賞味期限：冷蔵20日

荒挽きウインナー 125g、行者にんにくウインナー 125g、プレーンウインナー 125g
チーズウインナー 125g、フランクフルト 180g

プレーンウインナー・ハーブウインナー・粗挽きウインナー・チーズ入ウインナー
チョリソー・ハンバーグウインナー 各約140ｇ

北海道産の豚肉を使用した「完全無添加」の手作りです。
誰もが安全に美味しく食べられるように食材や製造方法を限定
して妥協しません。

オリジナルスパイスをすり込み、味をなじませてゆっくり熟成、桜のチ
ップでスモークして仕上げた昔ながらの製法をそのままに。余分なも
のを加えないからおいしい、本当のおいしさがわかる逸品です。

℃
COOL

北海道さんだかん 
食創造ウインナー６点セット

W17－54品番
℃
COOL

℃
COOL

℃
COOL

℃
COOL

℃
COOL

出荷期間 11/10頃～12/23頃  
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フランス語で「焦がしたクリーム」という意
のスイーツ。なめらか口溶けのクリームの
天面をバーナーでキャラメリゼ。
深コク抹茶、香ばしほうじ茶、華やぎ紅
茶の３種の『ティーブリュレ』。
半解凍でアイス感覚で食べても◎。

産地直送価格

〈本体3,800円〉税込

【セット内容】5号　■  賞味期限：冷凍30日

函館ふうげつどう 
ブルーベリータルト

4,104円

W17－59品番

産地直送価格

〈本体3,300円〉税込

【セット内容】抹茶・ほうじ茶・紅茶 各2個　
■  賞味期限：冷凍30日

函館ふうげつどう  
はこだてティーブリュレ

3,564円

W17－60品番

北海道産フレッシュ生クリームをガナッ
シュチョコレートで包んだ贅沢スイーツ。
生クリームのやさしい口溶けと、口当たり
の良いやわらかな食感が極上のハーモ
ニーを奏でます。

クリームチーズをたっぷり使ったムース
タイプのチーズケーキ。
爽やかな風味と雪をイメージしたデコ
レートがポイント。

産地直送価格

〈本体3,500円〉税込

【セット内容】4号　■  賞味期限：冷凍30日

札幌欧風洋菓子エル・ドール  
スノーレアチーズケーキ　

3,780円

W17－61品番

産地直送価格

〈本体3,000円〉税込

【セット内容】10個　■  賞味期限：冷凍30日

札幌欧風洋菓子エル・ドール  
チョコ生トリュフ

3,240円

W17－62品番

ブルーベリージャムとかわいい小粒の
ブルーベリーの実でキラキラに飾った
ブルーベリータルト。甘酸っぱいブルー
ベリーの味と、サクサクタルトの相性ぴ
ったりのオリジナルスイーツです。
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【セット内容】札幌チーズカタラーナ M約120g、いちごカタラーナ 約320g、焦がしカタラーナ 約270g　■  賞味期限：冷凍30日

産地直送価格 〈本体3,800円〉税込

【セット内容】チーズ 約33g×6個、チョコ 約48g×6個　■  賞味期限：冷凍30日

函館北斗ジョリ・クレール スフレケーキ12個セット
4,104円

W17－63品番

北海道のお餅で包んだ餅屋ならでは
のスイーツ。お餅のもちもち感を大切
にふんわりやさしい食感も残すよう丁
寧に手作りで仕上げました。

産地直送価格

〈本体3,800円〉税込

【セット内容】生キャラメル大福、ショコラ大福 各2個、抹茶生クリーム大福、ほうじ茶生クリーム大福 各3個　■  賞味期限：冷凍15日

小樽菓匠六美 
おもちスイーツ１０個

4,104円

W17－66品番

産地直送価格

〈本体5,000円〉税込

北海道・カタラーナ３本セット

5,400円

W17－67品番

厳選されたクリームチ
ーズを使ったチーズスフ
レ、最高級チョコレート２
種をオリジナルブレンド
したチョコスフレをセット
にしてお届けします。ふ
んわり＆しっとりの贅沢
な食感をお楽しみくだ
さい。

産地直送価格 〈本体4,500円〉税込

【セット内容】純生ロール、十勝粒あんロール、ホワイトチョコロール、恋苺ロール、チョコロール 各約16cm　
■  賞味期限：冷凍30日

函館北斗ジョリ・クレール ロールケーキ5本セット
4,860円

W17－64品番

北海道の新鮮素材を
ふんだんに使ったやさ
しい口当たりのロール
ケーキ。
『ふわふわ×しっとり』
をテーマに作り上げま
した。5種類の多彩な
テイストを楽しんで。

産地直送価格 〈本体4,000円〉税込

【セット内容】約55g×10個 ■  賞味期限：冷凍30日

函館北斗ジョリ・クレール もっちりシュー１０
4,320円

W17－65品番

新食感の米粉を使った
もちもちシュー生地に、
とろ～り感たっぷりの
クリーム。
一度食べたらクセに
なっちゃう新・スイーツ
です。

北海道産純生クリームを贅沢に使用、バ
ニラの香りと卵の風味いっぱいの濃厚
焼きプリン「カタラーナ」。濃厚焦がしカタ
ラーナ、スペシャルいちご、雪をイメージし
たチーズカタラーナの３本セット。
半解凍でアイスクリームの口溶けを。
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北海道の牛乳を使った濃厚なプレーン
タイプのヨーグルトと、ドリンクタイプの
のむヨーグルト。「乳酸菌のチカラ」を発揮
したPGヨーグルト。シンプルに素材の
良さがわかる3種のヨーグルトをセットで。

産地直送価格

〈本体5,000円〉税込

【セット内容】

■  賞味期限：冷凍30日

バニラ 120ml×4個、抹茶・ブルーベリー・チョコ 
各120ml×2個（計10個）　

函館本格生乳 
アイスクリームセット１０

5,400円

W17－68品番

産地直送価格

〈本体3,800円〉税込

【セット内容】

■  賞味期限：冷蔵15日

Milk100プレーンヨーグルト 430g×2個
のむヨーグルト 150ml×6本
PGヨーグルト 75g×10個　

函館みるくヨーグルト

4,104円

W17－69品番

北海道産生乳100％使用。
オリジナルブレンドのフォンデュチ
ーズとおすすめチーズをセレクトし
た詰め合わせです。
※フォンデュ用のお鍋、野菜やパンなどの
　具材はお客様でご用意ください。

産地直送価格

〈本体5,000円〉

税込

【セット内容】

■  賞味期限：上記記載

モッツァレラ 約140g（冷蔵8日）、スカモルツァ 約85g（冷蔵20日）、プロボローネ 85g前後（冷蔵60日）
トーマ・シラヌカ 約100g（冷蔵60日）、ロビオーラ 約100g（冷蔵25日）、スカモルツァ燻製 100g前後（冷蔵30日）

【セット内容】

■  賞味期限：上記記載

フォンデュチーズ 約200g（冷蔵45日）、プロボローネ 85g前後（冷蔵60日）、ロビオーラ 約100g（冷蔵25日）
リコッタサラータ 100g前後（冷蔵90日）

北海道白糠チーズセット
5,400円

W17－70品番
℃
COOL

産地直送価格

〈本体4,700円〉

税込

北海道フォンデュチーズセット
5,076円

W17－71品番
℃
COOL

℃
COOL

北海道の質の良い搾りたての生乳
で作った絶品手造りチーズ。
『食べた人が幸せになれる、笑顔に
なれるチーズ作り』をコンセプトに、新
鮮素材、手作業、職人達の熱い想
いで美味しいチーズをお届けします。

新鮮牛乳を贅沢に使用した濃厚なのに
後味すっきりの本格アイスクリーム。
濃厚バニラ、深コク抹茶、爽やかブルー
ベリー、まろやかチョコレートの４種
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かみのやま産平棚・無袋栽培
ラ・フランスセレクション２０１１ 最優秀賞受賞

〈本体3,300円〉
税込

産地直送価格

《期間限定》11/10頃～1月上旬
【セット内容】約2kg（4～6玉）  
■  賞味期限：常温5日

3,564円

山形黒田果樹園 
平棚無袋栽培 
ラ・フランスNo.３３

W17－72品番

〈本体3,800円〉
税込

産地直送価格

《期間限定》11/10頃～1月上旬
【セット内容】約2.5kg（5L以上・5～6玉）　
■  賞味期限：常温5日

4,104円

山形黒田果樹園 
平棚無袋栽培
超特大ラ・フランスNo.３８

W17－74品番

〈本体5,000円〉
税込

産地直送価格

《期間限定》11/10頃～1月上旬
【セット内容】約3.5kg（5L以上・7～8玉）　
■  賞味期限：常温5日

5,400円

山形黒田果樹園 
平棚無袋栽培
超特大ラ・フランスNo.５０

W17－73品番

ひとつひとつの果実が太陽の恵みに十分当たるように、平
棚・無袋栽培で育てた超特大のラ・フランスは、なめらかな食
感と甘くしたたる果汁と香りが魅力です。

税込

〈本体3,500円〉

産地直送価格

【セット内容】約3kg（6～9玉）　
■  賞味期限：常温5日

3,780円

成田さんの
青森十和田のりんご３kg

W17－75品番

税込

〈本体5,000円〉

産地直送価格

【セット内容】約5kg（10～15玉）　
■  賞味期限：常温5日

5,400円

成田さんの
青森十和田のりんご５kg

W17－76品番

太陽の光をいっぱいに浴びて育ちました。
ジュワッと広がる果汁と、爽やかな甘みがおいしい青森
十和田･成田さんのりんごをお届けします。



●宅配は日本国内に限らせていただきます。
●沖縄県は別途送料が発生いたします、離島は一部お受け出来ない地域がございますので、予めご容赦ください。
●お届けまで約10日間程必要となります。（ご注文が集中した場合や、一部地域ではお届けが遅れる場合があります。）
●産地直送品は、産地から配送いたします。気候などにより同一商品でも色、形状、宅配期間など多少変更がある場合があります。ご注文の際は取扱までご確認の上ご用命くださ
いますようお願い申しあげます。
●ご依頼主様のご注文ミスや、お届け先の転居、住所の書き間違い等で、商品が戻った場合、再度発送する場合はご依頼主様に運賃の負担をいただいております。カタログ注文
番号、商品名、数量は楷書で見やすく、間違いのないようご記入ください。誠に勝手ではございますがよろしくお願いいたします。
●「受取時に不在」など、お客様都合による到着遅延等は責任を負いかねる場合がございます。
●印刷物のため実際の商品と色が異なる場合があります。予めご了承ください。
●調理写真はイメージです。また写真に含まれる食器等小物は商品に含まれません。
●賞味期限は、発送日を基準としております。
●メーカーの都合によりデザイン、内容量がカタログ有効期間に関係なく変更する場合があります。
●メーカーの都合による品切れの場合は、ご容赦ください。

カタログ発行者／株式会社 鳥潟

〈本体10,000円〉税込

【セット内容】毛がに 約500g、いくら醤油漬け 150g×2本  ■  賞味期限：冷凍30日

北海道・毛がにいくら丼セット１００
10,800円産地直送価格

W17－80品番

〈本体8,800円〉税込

【セット内容】毛がに 約450g、いくら醤油漬け 70g×3本   ■  賞味期限：冷凍30日

北海道・毛がにいくら丼セット２L
9,504円産地直送価格

W17－79品番

〈本体6,800円〉税込

【セット内容】毛がに 約450g、いくら醤油漬け 70g  ■  賞味期限：冷凍30日

北海道・毛がにいくら丼セットL
7,344円産地直送価格

W17－78品番

〈本体5,000円〉税込

【セット内容】毛がに 約350g、いくら醤油漬け 70g  ■  賞味期限：冷凍30日

北海道・毛がにいくら丼セット
5,400円産地直送価格

W17－77品番

身の旨さ格別な北海道産毛がにと、一粒一粒にぎゅっと詰まった濃厚な味のいくら醤油
漬けをセットで。
ほぐした毛がにの身といくらをたっぷりのせて豪快にお召し上がりください。


